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ABSTRACT 

 Worshipped Gods of Hakuto Shrine is Shirousagi-no-Kami ("Inaba-no-Shirousagi" which is famous for 

mythology). Enshrined Gods can be summarized as follows. ①In Shirousagi-no-Kami, it is done Haishi in 

Izumo mythology in Shrine of Izumo system of t ②he whole country. It is thought that Hakuto Shrine has some 

kind of associations with Ise-jingu Grand Shrine of the Imperial Family on the occasion of the foundation.  

The history of the foundation is unknown. Foundation of Hakuto Shrine is seen in Hakuto Shrine Kojiki(712) 

and Inaba Fudoki (the mid-eighth century), but is not seen in Nihon Shoki(720). Haishi is Ukemochi-no-kami 

(Inaba-no-Shirousagi that appeared in Japanese mythology). Saishin can be summarized as follows. 

①Ōkuninushi-no-Mikoto is a medical God that the advent of Japanese mythology in "Inaba-no-Shirousagi" 

(skin disease), the god of magic, of the miracle ②. Saishin is "God of Shoji" and certain people that go between 

marriage and Yakami-Hime and Ōkuninushi. Shrine Ranking is Old village shrine of the modern shrine 

ranking system. 

Honden can be summarized as follows. ①Hakuto Shrine is called Usagi-No-Miya, Daito-Daimyojin and 

Hakuto-Daimyojin. ② The main shrine rebuilt it in 29 Meiji (1896) year. ③Architectural style of the Honden 

is nagare–zukuri. ④The foundation of the Honden, was carved Chrysanthemum 28 valve "Chrysanthemum 

Seat stone" is installed. The scale of Honden is frontage 2.84m, 3.85m in depth, 4.19m in height. Honden 

disappeared by war, and it was revived in "Keicho era year" by Kamei-Korenori of "Shikano lord of a castle". 

Honden of current was rebuilt in the Meiji era. 

The scale of Torii is First Torii (max 6.19m) and Second Torii (max 3.77m). Tourou is 7 engines. (a maximum 

of 2.52m, an average of 2.15m, at least 1.55m). Kamiike is called "Mitarashiike" and "Pond of Fozo-Fugen". 

Virgin forest and Hakutojinja-shaso are specified in the national treasure 
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1．はじめに 

本研究は、地域の歴史を明らかにして、文化遺産学の資料を作成することを目的としている。本稿は、鳥取県鳥取

市白兎、古代国家の地域である白兎神社で行った洞窟環境 NET 学会の総合学術調査(2014)報告の一部である。白

兎神社の所在地は、〒689-0206 鳥取県鳥取市白兎宮腰６０３（旧地名 因幡国高草郡）である。すなわち、北緯 35

度 31 分 28 秒 と 東経 134 度 07 分 29 秒と標高：4.00ｍである。（写真 1-1）。 

白兎神社の詳細概要は、次のとおりである。①主祭神は白兎神（神話で

有名な「因幡の白兔」）である。 ②勧請神は、出雲神話には、全国の出雲

系列の神社で配祀されている。創建に際し皇室・伊勢神宮と何らかの関連

性があると思われる。イナリ神としての勧請で、豊玉姫は気多前（ｹﾀﾉﾏｴ）

の川下神社を大正元年（1912）に勧請した。③配祀は保食神（日本神話に

登場する因幡の白兎）である。④祭神は大国主命で、日本神話の「因幡の

白兎」登場する医療（皮膚病）・呪術の神・霊験の神および大国主と八上

姫神との婚姻を取り持つ特定の人との結縁の神である。 

⑤神社創建は、不詳。古事記（712）や因幡国風土記（８世紀中頃か）に

は見えるが、日本書紀（720）には見えない。⑥例祭は元旦祭 01 月 01 日、春季例大祭：0 4 月 17 日近い日曜日、秋季

 

写真 1-1.白兎神社の配置図 
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例中祭：10 月 17 日近い日曜日である。⑦本殿は、流れ造で、本殿の高さは 4.19m、間口は 2.84m と奥行きは 3.85m

である。⑧鳥居は、正面鳥居（最高 6.19m）と参道の鳥居（最高 3.77m）の２基である。⑨灯籠は、7 基（最高 2.52m、平

均 2.15ｍ、最低 1.55ｍ）である。⑩神池には、①白兎が大国主神に従って身を洗った「御身洗池」は、皮膚病や火傷に

効果と②御身洗池の水位は、豪雨のときでも「不増不減の池」とも呼ばれる。⑪天然記念物には、社叢と原生林は国の

天然記念物に指定がある。 

鉄と医学は、石器から鉄農機具、生活必需品そして武具の進化する時に、権力者にとって最大の魅力ある資源であ

った。この地には、砂鉄から得られる玉鋼こそ最高の鉄で、医療

は最大の関心事であった。大国主命は、医療・呪術の神とも言

われ、出雲国が薬草の地として有名。出雲国と薬草『出雲国風

土記』の中には約６１種の薬草名が記され、『播磨国風土記』で

は７種。 『大同類聚方（808）』の火傷の薬に、出雲の国造家に

伝わる「神戸薬」の配合が記されている。皮膚病に霊験のある

神・動物医療の神・縁結びの神・疱瘡神である。 

白兎神社の周辺は、ウサギ族とワニ族の背景には部族対立が

多くあった。死闘を繰り広げながら戦乱で消失したのは少なくな

い。我々は、そうした歴史背景を抑えつつ白兎神社の社殿・拝

殿、鳥居、石灯籠の詳細なデータ解析を行った。さらに文献等

によって神社及び周辺の歴史、伝承地の由来についても調査研

究を行った。本稿は、古代国家の命運を決定づけた舞台として

の白兎神社を多角的にとらえた実証研究の報告である。 

既存の神社鳥居の関連資料情報を収集して、調査との規模と

形態等についての概要を把握し、構成要素の現象を示す事実を明らかにしたい。国内において、神社鳥居の関連資

料に関する報告はこれまで皆無である。住民発達史（写真 1-2）や環境変遷史との関わりで、神社がどのような位置づ

けや問題点を有しているかという検討が重要である。 

調査団は、さらに、島根県の 4 神社を合わせた鳥居測量値との比較検討を行った。その結果、筆者らは鳥居の笠木

(上端と下段)と貫（上端と下段)について回帰方程式によって勾配と決定係数を解明した。今後の研究課題として、神

社の保全と環境問題などについて所見を整理したい。さらに、短時間の調査であつたため、未解明の事項が少なくな

い。今後も調査を継続する予定であるが、とりあえずこれまでの成果の所見を整理した。国際化時代に相応すべく、神

社の由来については多国語（日本語・英語・韓国語）の翻訳を添付した。最後に、神社の年表と内容を纏めることがで

きた。 

 

2．白兎神社の資料 

2-1.身干山(白兎砂丘)の形成 

 白兎神社の南から南東にかけて｢ウサギが身を干した｣と言われる身干山(白兎砂丘)がある（写真 2-1）。昭和 48 年

(1973)にこの砂丘の南端で砂採りが行われたときに､２層の黒い砂の層(クロスナ層)と大量の五輪石塔や宝籤印塔､古

墳時代の土器､中世の磁器や古銭などが発見された。クロスナ層は砂丘が植物に覆われていたことを示すもので､砂

丘形成の休止期になる。下位のクロスナ層の上からは弥生土器片､上位のクロスナ層の上からは須恵器や土師器と呼

写真 1-2.白兎海岸と砂丘 
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ばれる土器や古墳の石棺が

発見されたことから､人々がク

ロスナ層の上を生活の場とし

ていたことが想像できる。また､

クロスナ層より上の砂丘層か

らは、中世の遺物や享保 2 年

(1717)の石塔が発見されまし

た。 

現在の地表面に立っている石塔は､江戸末期以降のものである。このように､それぞれの砂丘層とその出土品から､

砂丘は連続的な形成や休止期し、形成期には短期間に一気に形成されと考えられる。そして､砂丘の発達と休止にあ

わせて人々も生活の場を移し、その歴史が砂丘に刻まれているのです。写真 2-1 は海岸南にある白兎神社標識と歩

道橋である。写真 2-2 は白兎海岸と砂丘である。 

 

2-2.白兎海岸 

 白兎神社の北方 150ｍ西の海岸で、白兎神と和邇（ﾆｼﾞ）神との古戦場である。海岸は、東は岩木の鼻・西は気多ノ前

（タキノﾏｴ）で限られ小さな湾になっていた。海水は清く澄み、海底の砂が数えられるくらい透明である。 夏は東方の

水平線からの日の出、夕方は、西の海上への夕日のながめは、実に絶景である。 

 

2-3.淤岐の島（ｵｷﾉｼﾏ）と気多岬（ｹﾀﾐｻｷ） 

 淤岐の島は、約 2、000 万年前頃、中新世の火山活動による火山灰や火山

礫等の堆積岩からなっている。岩層の海食崖と断層によって切り離され、岩

は第三紀層の角礫岩で成っている（写真 2-3.）。日本海に面する白兎海岸

は、東は岩木の鼻、西は気多前（左の突き出た岬）に限られた小さな湾であ

る。東西に通ずる洞窟もある。気多ノ前（ｹﾀのｻｷ）から約 150ｍ沖合は神話

の「白兎神」の上陸島である。 

沖の平坦な所は「千畳敷」、島の周囲には「波食棚」が取り巻き、飛び石にな

った棚は、「ワニ鮫の背」にも見える。最も高い所は 10ｍ余で、頂上に黒松、

緑草が育ち、四方の眺望は誠に美しいものである。陸寄りの頂きには鳥居と小祠がある。地形・地質的にも貴重な自然

遺産である。島は出雲大社のうさぎ像のようで、明治維新前この島は、池田藩主の遊覧地である。 

 気多岬（ｹﾀﾐｻｷ）は白兎海岸の西端に突出した岬で、白兎神の上陸地と云われている。稲羽の白兎は、ワニを欺い

て、この島から気多前（（ｹﾀのｻｷ））まで渡ったといわれ、見る位置によっては、蹲った裸のウサギに見えなくもない。ま

た淤岐島と岬の間に低い岩礁が連なり、これをワニに見立てたともいう。今は、弓なりに砂浜が広がっているが、紀元前

後の海面は今より 6.5m ほど高く、現海岸一帯のほとんどが海面下であって、そこに幾つかの岬（小丘）が突出するなど

出入りが激しく、その様相は今と大きく異なっていたという（現地ガイド）。古事記が編纂された８世紀初頭の当地の様

相は不明で、時期不明ながら（平安以降か）、オオナムチ信仰が伯耆・因幡の地に浸透するなか、沖合のウサギ状の

島を淤岐島に見立て、それと神話とを結びつけて造られたのが当社ともいえる。 

 

2-4.恋島と杖突坂（恋坂） 

 

 

写真 2-1.海岸南にある白兎神社標識と歩道橋 写真 2-2.白兎海岸と砂丘 

写真 2-3.砂丘から見た淤岐の島 
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 恋島とは杖突坂の下り口の砂浜に、一部露頭を見

せている小島で、大国主命（ｵｵｸﾆﾇｼ-ﾉ-ﾐｺﾄ）がこの

島で八上姫（ﾔｶﾐﾋﾒ）を恋い給うたために名付けられ

た（写真 2-4）。安政５(1858）年に地元の若衆によって

一番高い神楽岩の上に石燈篭が建立した。「八上姫

神話」は、和銅５（712）年につくられた日本最古の書

物「古事記」に記されている。 

 杖突坂（恋坂）とは、気多ノ前（ｹﾀのｻｷ）を上った高

尾山の中腹にある坂で、大国主命が八十神と共に八

上姫（ﾔｶﾐﾋﾒ）を恋慕いて通られた坂で、この先には山坂がないからと、坂を下りた所に杖を突き立て立ち去られました

この杖の跡から、清水が湧き出したという伝説が残されていて、今もなお白砂の中から清水が湧き出て、枯れることかな

い。 

日本最古のラブストーリーについて、神話「稲羽（ｲﾅﾊﾞ：因幡）の白兎（ﾊｸﾄ）」によると、出雲の国の大国主命（ｵ

ｵｸﾆﾇｼ）が、因幡の国八上（ﾔｿ）の郷（現鳥取市河原市）に住む八上姫（ﾔｿﾋﾒ）という美しい姫をめとろうと旅をしている

途中、通りかかった白兎海岸で、毛皮をはがされ泣いている白兎に出会う。大国主命は理由を聞いて助けいたそうな。

その白兎はたいそう喜び、大国主命と八上姫が結ばれると予言し仲をとりもったとされる。そのことから白兎を主神とす

るここ白兎神社は縁結びの神様として信仰されているのだ（神社案内文：写真 2-4）。参道を上ると大国主と八上姫

と白うさぎの砂像がある（写真 2-5）。砂像は、水だけで固めている。雨で崩れないように屋根がある。 

 

2-5.御身洗（ﾐﾀﾗｼ）・不増不滅の池・神池 

  杜前の凹地、常緑樹に覆われた周囲 100ｍばかりで、往古は内海（白兎の旧地名）

池の流出口であったので、水門と呼んでいた。内海波が良田と化してから、僅かにこの

池だけが残っている。この池は、神話にある白兎神が、傷口に蒲花を貼って、全治した

伝説の霊池で、別名「身洗いの池]という。昔は、この近くまで迫っていた海に流入する

河口近くにあったが、今は山中の黄濁した小池と化している。規模は直径約 30m､周囲

約 100m､深さ1.5m の淡水の小さな池である。また､｢鮭(ﾜｲｻﾞﾒ)に皮をはがされた兎が身

を洗った池｣とか神池とも言われる（写真 2-6）。 

参考：ガマ（蒲、香蒲）は、ガマ科ガマ属の多年草の抽水植物である。円柱状の穂は蒲

の穂と呼ばれる。葉の高さ 1-2m、夏には泥中の地下茎を伸ばし、円柱形の穂をつける。

穂の上半分は細く、開花時には黄色い葯が一面に出る。雌花は、結実後に綿クズのような冠毛を持つ微小な果実にな

る。この果実は風によって飛散し、水面に落ちると速やかに種子が実から放出されて水底に沈み、そこで発芽する。 

 

2-6.稲羽の素兎（ｲﾅﾊﾞ-ﾉ-ｼﾛｳｻｷﾞ） 

出雲の国に、大国主命（ｵｵｸﾆﾇｼﾉﾐｺﾄ）と神様がおった。命（ﾐｺﾄ）には八十神（ﾔｿ）と呼ばれるほどの沢山のお兄さ

んがいて、そんな大勢の神様兄弟の末っ子でした。ある日、八十神たちが連れだって因幡の国へ出けることになり、命

は全部のお兄さんたちの荷物入れた、大きな袋を背負ながらついてゆきました。があまりにも重いので、命はお兄さん

達よりずっとれてしまいます。 

先をゆく八十神たちが因幡の浜辺にさしかかると、しくしく泣いているものがおりました。よく見ると体の毛をむしり取ら

 

写真 2-4.大国主命と八上姫

の文 

写真 2-5.大国主命と八上姫とウ

サギ 

 

写真 2-6.身洗ノ池 
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れた丸裸のうさぎです。いたずら好きの一人の神様が「海の水でよく体を洗って、山のてっぺんで風に乾かすとすぐ治

るぞと教えました。兎は喜んですぐに海の水で体を洗い始めます。それを見て八十神たちは「あはは」と笑いながら行

ってしまいました。 

海の水は塩水です。毛をむしり取られた肌にはピリリしみてとても痛みます。それでも兎はやっとのことで我慢して、

今度は山のてっぺんで肌を風にさらします。塩に痛められ赤剥けになった肌に何千本の針が突き剌さるようでたまった

ものではありません。とうとう兎は大声で泣き叫び浜辺に下りてゆきました。ちょうどそこへやって来たのが大国主命です。

命が「どうしたのか」と優しく訊ねると、兎は、先はどの八十神の仕打ちを話しました。また、そもそもどうして毛をむしら

れることになったのか、その訳をうち明けました。 

 大水で海の向こうの島まで流されてしまった因幡の白うさぎは、何とか陸に帰りたいけれど船がありません。そこで悪

知恵を働かせ、海に住むワニ鮫に「ワニの仲間とうさぎの仲間とどちらが多いかと比べっこしよう」と持ちかけました。「そ

れはおもしろい」とワニは仲間を呼んで岸まで一列に、橋のように並びます。うさぎはその上を、ぴょんぴょんとワニの数

を数えながら渡ってゆきました。ところが渡り終わったとたん兎は憎たらしく、あかんべ-をして「僕は岸に戻りたくて君た

ちをだましたのさ」と言ったものですから、ワニは怒りに怒ってたちまち兎を丸裸にしてしまったのです。 その話を聞い

て、命は兎を哀れに思い「川の真水で体を洗い、川岸の蒲の穂の上でゆっくり休みなさい」と教えました。うさぎがその

通りにするとたちまち痛みが取れて楽になった。兎はとても感謝して「もう二度と嘘はつきません」と約束しました。ほど

なくして、赤剥けだった肌にはフワフワと白い毛が生え、もとの白うさぎに戻ることが出来たそうです(神社資料)。 

ウサギ族とワニ族の背景には、部族対立の「因幡の白兎」の部族対立があった。「白兎神話」に隠されている「ウサギ

とワニの謎」は、神話に登場する動物のウサギとワニは比喩として、古代に起きた部族間の競合を暗示していると言わ

れている（表 2-1）。 

ウサギ族：①白兎は明治に輸入、②野兎は茶色、冬毛は保護色の白毛、③紀元前の稲作､④伝播者を農耕者、③

海を渡る時：陸の作物、技術を担う者、④山陰の東や越前等に痕跡。⑤大国主命の東征にからめて稲羽に根拠地を

置いた内陸部族のウサギである。  

 

表 2-1.ウサギ族とワニ族の背景 

ウサギ族 内陸部族 農耕族 菟狭族 兎神・出雲族 稲作・宇佐族 職能族 大国主命 遊泳術無

ワニ族 九州海民 安曇族 宗像族 対馬の海流族 王仁族（百済系） 海賊（族） 和邇族 海洋術有

ワニ族：①山陰地方ではサメをワニと呼ぶ、②④海洋を自在に往来できる航行権を握る族、③古事記：和邇吉

師、④ワニ族・和邇族（九州に散在）、⑤海部・和爾・安曇・渥美・安積に痕跡。和邇族、イスラエル族、レビ族、バ

ニ族、熊鰐（ワニ）族、海神、水の神、大陸から到来したワニ族である。 

3.白兎神社の由来と現在 

3-1.白兎神社の和文由来と現在 
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白兔神は日本神話に登場する因幡の白兎のことである。創立は明らかではないが、古事記・日本書紀に記載か

らみるとその以前であると推測できる。白兔神は、兎の宮（ｳｻｷﾞ-ノ-ミヤ）、大兎

（オオﾄ）大明神（ﾀﾞｲﾐｮｳｼﾞﾝ）、白兔（ﾊｸﾄ）大明神（ﾀﾞｲﾐｮｳｼﾞﾝ）とも呼ばれた。 

国指定の天然記念物は、①白兔神社の社叢（しゃそう：神社囲む密生林）、

昭和１２(１９３７)年。②ハマナス自生南限地帯、大正１３(１９２４)年である。本殿

を支える土台石に菊座（ｷｸｻﾞ）石６ケが使用され、菊の紋章が彫刻（28 弁）し、

全国的にも珍しい。神社創設が皇室と何らかの関係があったものと云われる。 

因幡の八上姫（ヤカミヒメ）神に求婚しようとする八十神達のお供をして因幡

を訪れた大穴牟遅神(大国主命：オオクニヌシ)が、ワニ族をだまして皮を剥が

れたウサギ族と出会って助けた。大国主命（オオクニヌシ）と八上姫（ヤガミヒメ）

との縁を取りもたれた（仲人された）縁結びの神様である。鎮座地は身干山（ﾐﾎﾞｼﾔﾏ）と呼ばれる丘で、因幡（ｲﾅﾊﾞ）の

白兎（シロウサギ）が身を乾かした山と伝えられる。 

有名な神話「因幡の白兎」にゆかりの白兎神を祭った神社で、境内には白兎が大国主神の言葉に従って身を洗っ

た御身洗池（ﾐﾀﾗｼｲｹ）がある。御身洗池は旱天・豪雨のときでも水位の増減がないとされ「不増不減（ﾌｿﾞｳ･ﾌｹﾞﾝ）の池」

や神池とも呼ばれる。ゆえに、日本医療・動物医療の発祥の地と云われる動物医療の神でもある。 さらに、古来皮膚

病・傷痍に霊験あらたかな神様である（写真 3-1）。 

神社は戦乱で祠廟（ﾔｼﾛ）古書など焼失し、現在の神社は、鹿野城主であった亀井茲矩（ｶﾒｲ-ｺﾚﾉﾘ：１５５７～1612

年）によって慶長の末に再建された。建築様式は出雲大社を強く意識をしている。社殿は明治 29 年(1896)に再建。本

殿の様式は大社造変形である。拝殿は切妻造・妻入拝殿・銅板葺である。鳥居は一の明神鳥居(反増し：6.19ｍ)と二の

明神鳥居（反増し：3.77ｍ）である。灯籠は７基の高さ範囲（1.55～2.52ｍ）である。 

 

表 3-1.鳥取県、白兎神社（はくと-じんじゃ）の日文詳細資料 

1 主祭神 白兎神（神話で有名な「因幡の白兔」）。  

2 神社創建 
不詳。古事記（712）や因幡国風土記（８世紀中頃か）には見えるが、日本書紀（720）には見えな

い。 

3 勧請神 

出雲神話には、全国の出雲系列の神社で配祀されている。創建に際し皇室・伊勢神宮と何らかの

関連性があると思われる。イナリ神としての勧請で、豊玉姫は気多前（ｹﾀﾉﾏｴ）の川下神社を大正

元年（1912）に勧請した。豊玉姫（トヨタマヒメ）命をワニの化身と見立てたという。 

4 配 祀 保食神（日本神話に登場する因幡の白兎）。 

5 祭 神 
大国主命は日本神話の「因幡の白兎」登場する医療（皮膚病）・呪術の神・霊験の神。 

大国主と八上姫神との婚姻を取り持つ特定の人との結縁の神。 

6 社格等 近代社格制度 旧村社 亀甲に剣花菱 

7 例 祭 元旦祭 01 月 01 日、春季例大祭：0 4 月 17 日近い日曜日、秋季例中祭：10 月 17 日近い日曜日 

8 宮 司 河上 博一（カワカミ ヒロクニ） 

9 鎮座地 〒689-0206 鳥取県鳥取市白兎宮腰６０３  旧地名 因幡国高草郡  

10 交通手段 ＪＲ/鳥取駅から車で約 20 分/ 鳥取自動車道 「鳥取 IC」から約 20 分  

11 位 置 北緯 35 度 31 分 28 秒  東経 134 度 07 分 29 秒。 標高：4.00ｍ 

12 電話・FAX TEL：0857-59-0047 

写真 3-1.白兎神社の由来 
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13 本 殿 

兎の宮、大兎大明神、白兔大明神とも呼ばれる。建築様式は出雲大社を強く意識して、西向きで、

北緯もよく似ている。社殿は明治 29 (1896) 年に再建。本殿の様式：大社造り変形。本殿の土台に

は、２８弁の菊花を彫刻した菊座石が設置。 

14 拝 殿 妻入拝殿・切妻造。拝殿の外観は出雲大社の拝殿を彷彿とさせている。 

15 鳥 居 一の明神鳥居(反増し：6.19ｍ)、二の明神鳥居（反増し：3.77ｍ） 

16 灯 籠 ７基の高さは 1.55～2.52ｍ。 

17 神 池 
①白兎が大国主神に従って身を洗った「御身洗池」は、皮膚病や火傷に効果がある。 

②御身洗池の水位は、豪雨のときでも「不増不減の池」とも呼ばれる。 

18 天然記念物 
①社叢は国の天然記念物に指定。 

②原生林は国の天然記念物に指定（常緑のタブ、シイ、アカガシなど）。 

 

3-4.白兎神社の英文由来と現在  

“Shirousagi-no-Kami" is that appearing in the Japanese mythology of "Inaba-no-Shirousagi". Founding 

is not clear, it can be assumed to be its previous If you look from the description in the "Kojiki · Nihon 

Shoki". Hakuto Shrine is called Usagi-no-Miya, Daito-Daimyojin and Hakuto- Daimyojin. 6 

"Chrysanthemum Seat stone" is used for Seat stone supporting honden, and "Chrysanthemum chapter" 

does a sculpture (28 valves), and it is unusual nationwide. Shrine founded are said as there was 

something to do with the imperial family.  

Ōkuninushi-no-Mikoto visited the Inaba with accompany of Yasogamis to try suitor "Inaba-no-Yagami- 

hime-kami" is, help met was skinned by trick "Wani group" and "usagi group" were. In other words, it is a 

god of marriage that connects marriage with Yagami-hime and Ōkuninushi-no-Mikoto. In shrine which 

enshrined "Shirousagi-kami" of the connection in famous myth "Inaba-no-Shirousagi", there is 

Mitarashiike where Shiro- usagi washed the body according to words of Ōkuninushi-no-kami in Keidai. 

Mitarashiike is called "pond of Huzou/Hugen" and Kamiike said to that there is not the increase and 

decrease of the water level even at the time of dry weather, heavy rain. Shirousagi is God of the animal 

medical care to be said to be the Japanese medical birthplace and is God of the miracle for dermatopathia, 

a wound from ancient times.  

The Yashiro ancient book of an old shrine was destroyed by fire by war. Shrine disappeared by war, and 

it was revived in "Keicho era year" by Kamei-Korenori of "Shikano lord of a castle". The architecture of 

Hakuto- Shrine is strongly conscious of Izumo Taisha Shrine. The main shrine rebuilt it in Meiji 29(1896) 

year. Architecture of the main shrine is nagare-zukuri. The scale of Honden is frontage 2.84m, 3.85m in 

depth, 4.19m in height. Torii in the Shinto shrine is two engines of front Torii (a maximum of 5.01m) and 

Inari shrine (a maximum of 3.37m).Tourou of shrine is 7 engines (a maximum of 2.52m, an average of 

2.15m, at least 1.55m). The natural monument of the country designation is Hakutojinja-shasou (12, 

Showa (1937) year) and hamanasu-zisei-nangen-titai (Taisho 13(1924) year). 

 

 

表 3-2.白兎神社の詳細資料（英文）  
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1 
Worshipped 

Gods  
Shirousagi-no-Kami ("Inaba-no-Shirousagi" which is famous for mythology) 

2 
Enshrined 

Gods 

In Shirousagi-no-Kami, it is done Haishi in Izumo mythology in Shrine of Izumo system 

of the whole country. It is thought that Hakuto Shrine has some kind of associations 

with Ise-jingu Grand Shrine of the Imperial Family on the occasion of the foundation. 

In 1912, in Toyotama-hime, Enshrined did Kawashimo-Shrine of Keta-no-mae in 

Enshrined Gods as Inari-no-Kami. It is said that I diagnosed Toyotama-hime-Mikoto as 

an incarnation of "Wani". 

3 Foundation 
Unknown. Foundation of Hakuto Shrine is seen in Hakuto Shrine Kojiki(712) and Inaba 

Fudoki (the mid-eighth century), but is not seen in Nihon Shoki(720). 

4 Haishi Ukemochi-no-kami (Inaba-no-Shirousagi that appeared in Japanese mythology). 

5 

Saishin Ōkuninushi-no-Mikoto is a medical God that the advent of Japanese mythology in 

"Inaba-no-Shirousagi" (skin disease), the god of magic, of the miracle. 

Saishin is "God of Shoji" and certain people that go between marriage and Yakami-Hime 

and Ōkuninushi. 

6 
Shrine 

Ranking 
Old village shrine of the modern shrine ranking system 

7 
Annual 

Festival 

January 1 New Year's Day Festival, Spring Festival example: Sunday close April 17, 

Autumn examples Festival: Sunday close October 17. 

8 
Chief 

Priest 
Kawakami Hirokuni 

9 Site 〒689-0206  603 Hakuto- Miyakoshi, Tottori-shi, Tottori.  

10 Access 
About 20 minutes by car from JR / Tottori Station.  

About 20 minutes Tottori motorway from "Tottori IC" 

11 Latitude 
28 seconds 31 minutes 35 degrees north latitude. 07 minutes 29 seconds 134 degrees 

east longitude. Elevation: 4.00m. 

12 TEL・FAX 0857-59-0047 

13 Honden 

Hakuto Shrine is called Usagi-no-Miya, Daito-Daimyojin and Hakuto-Daimyojin. 

Architectural style of the Honden is a westward was strongly conscious of Izumo Taisha 

Shrine, north latitude has also become at the same position. The main shrine rebuilt it 

in 29 Meiji (1896) years. Architectural style of the Honden is Transformation of 

Taisha-zukuri. The foundation of the Honden, was carved Chrysanthemum 28 valve 

"Chrysanthemum seat stone" is installed. The scale of Honden is frontage 2.84m, 3.85m 

in depth, 4.19m in height. 

14 Haiden 

Front shrine (haiden) is Tumairi haiden. Kiriduma-zukuri. 

The appearance of Haiden reminds of Haiden of Izumo Taisha. The scale of Haiden is 

frontage13.05m, 15.93m in depth, 7.39m in height. 

15 Torii First Torii (a maximum of 6.19m) and Second Torii (a maximum of 3.77m) 
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16 Tourou Tourou is 7 engines. (a maximum of 2.52m, an average of 2.15m, at least 1.55m). 

17 Kamiike 

①Shirousagi was heal burns and skin diseases and wash in "Mitarashiike" only in 

accordance with kuninushi-no-Kami. ②The water level of Mitarashiike is called "Pond 

of Fozo-Fugen" even at the time of heavy rain. 

18 
Natural 

Monument 

①Hakutojinja-shasou is appointed to the natural monument of the country. 

②Virgin forest of Hakuto is appointed to the natural monument of the country. 

 

3-3.白兎神社の韓文由来と現在 

하쿠토신은 일본신화에 등장하는 이나바의 흰토끼를 말한다. 창립은 분명하지 않지만, 고사기· 일본서기 

에 기재된 것을 보면 그 이전임을 짐작할 수 있다. 하쿠토신은 토끼의 신사, 다이토, 다이묘우진, 

하쿠토라고도 했다. 

 국가 지정 천연기념물은 ①하쿠토 신사의 샤소우(신사를 둘러싼 밀림), 쇼와 12(1937)년. ②하마나스 자생 

남한지역, 다이쇼 13(1924) 년이다. 본전을 지탱하는 초석에 키쿠자 돌 6 개가 사용되어 국화의 문장이 

조각(28)되었고 전국적으로도 드물다. 신사창설이 황실과 어떤 관계가 있는것으로 알려져 있다. 

이나바의 야가미히메 신에게 청혼하려는 야소신들과 동행하고 이나바를 방문한 오아나무찌노신 

(오쿠니누시)이, 악어족을 속여 가죽이 벗겨진 토끼족과 만나 도와주었다. 오쿠니누시와 야가미 히메와의 

인연을 중매한 연을 놓는 신이다. 진좌지는 미보시야마라고 불리우는 언덕에서 이나바의 하쿠토가 몸을 

말린 산으로 전해진다. 

유명한 신화 「이나바의 흰토끼」에 연고의 하쿠토신을 모신 신사 경내에는 하쿠토가 오쿠니누시 신의 

말에따라 몸을 씻은 미타라시 이케가 있다. 미타라시 이케는 한천·호우때에도 수위의 증감이 없다고 하여 

「불증불감의 연못」과 신의 이케라고도 불린다. 따라서 일본의료·동물 의료의 발상지라고 전해지는 

동물의료의 신이기도 하다. 또한, 오래된 피부병·상해에 영험한 신이다. 

 신사는 전란에 사당묘(야시로) 고서등이 소실되었고, 현재의 신사는 무구무장 숭배가 두터운 카노성주의 

카메이노 무사시노 카미코메노리공: 1557~1612 년)이 게이쵸 말에 재건했다. 건축양식은 이즈모 대사를 

강하게 의식하고 있다. 신전은 메이지 29 년(1896)에 재건. 본전의 양식은 류조이다. 배전은 

키리쯔마죠·쯔마이리 · 도우반부키, 대사구조이다. 도리이는 하나의 묘진도리이(소리마시:6.19m)와 두개의 

묘진도리이(소리마시: 3.77m)이다. 등룡은 7 기의 높이범위(1.55 ~2.52m)이다. 

 

表 3-3.白兎神社の詳細資料（韓文） 

01 주제신 하쿠토신（신화에서 유명한「이나바의 흰토끼」）  

02 신사창건 
미상。고사기（712）・이나바국 풍토기（이쯔문・８세기경）에일본서기（720）에는 

보이지 않음。토끼의 궁、큰토끼 대명신、흰토끼 대명신이라고 불리는 신사。 

03 권청신 

이즈모 신화에는、전국의 이즈모 계열의 신사로 숭배되고 있다。 

본전의6국좌석에28개의 국화문장이 사용된걸로 미루어、창건할 때 황실・이세진구와

어던 관련성이 있는것으로 보여짐。사전 및 본전은 서쪽 방향으로 이즈모 방면을 

향하고 있고、배전의 외관은 어딘지모르게 이즈모 타이샤의 배전을 

방불케해、더욱더 신빙성이 있다고 생각되어짐. 이나리 신의 권청신으로、토요타마 

히메는 케타노마에의 신들의 바위에 있던 카와시모 신사를 타이쇼 원년（1912）에 
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권청한 것으로 토요타마 히메의 생명을 악어의 화신으로 보았다고 함。 

04 배  례 
우케모치노 신（일본 신화에 등장하는 이나바의 흰토끼、그 설화의 내용으로 

피부병에 영험이 있는 신） 

05 제  신 

일본 신화에 등장하는「이나바의 흰토끼」의 피부병에 영험이 있는 신。또한 

의료의 신。오쿠니누시와 야가미 히메노 신과의 혼인을 중개한 특정의 사람과의 

결연의 신。 

06 사격등 근대사격제도 구무라사 카메노코에 켄하나비시 

07 열  제 
원단제 01 월 01 일、춘추열대제：0 4 월 17 일에 가까운 일요일、 

추계열중제：10 월 17 일에 가까운 일요일 

08 궁  사 카와카미 히로쿠니 

09 진좌지 
〒689-0206 돗토리켄 돗토리시 시로우사기 미야노코시 603 구지명 이나바노국 

다카쿠사군  

10 교통수단 
ＪＲ/돗토리역에서 자동차로 약 20 분/ 돗토리 자동차도로 「돗토리 IC」에서 

약 20 분  

11 위  치 북위 35 도 31 분 28 초 동경 134 도 07 분 29 초  

12 표   고 4m 

13 전화・FAX TEL：0857-59-0047 

14 본  전 

우사기궁、다이도우 대명신、하쿠도 대명신으로도 부름。 

건축양식은 이즈모 오오야시로를 강하게 의식。사전은 메이지 29 (1896) 년에 

재건。본전양식：류조 본전의 토대에는、28종의 국화를 조각한 키쿠좌 돌이 설치。

15 배  전 키리쯔마죠·쯔마이리 · 도우반부키, 대사구조. 

16 도리이 하나의 묘진도리이 (소리마시：6.19ｍ)、 두개의 묘진도리이 （소리마시：3.77ｍ）

17 등  룡 ７기의 높이는 1.55~2.52ｍ。 

18 신  야 

①하쿠토우가 오오쿠니주신을 따라서 몸을 씻어「미타라시노 

이케（불증불감）」은、피부병・화상에 효과。 

② 미타라시노이케는 한천·호우때에도 수위의 증감이 없다고 「불증 불감의 

이케」라고도 불리움。 

19 
천연 

기념물 

① 샤도우는 나라의 천연기념물로 지정。 

② 원시림은 나라의 천연기념물로 지정（상록의 타부、잣、붉가시나무 등）。 

20 결연의 신 

이나바의 야가미히메 신에게 청혼하려는 야소신들과 동행하고 이나바를 방문한 

오아나무찌노 신(오쿠니누시)이, 악어족을 속여 가죽이 벗겨진 토끼족과 만나 

도와줘, 기쁜 흰토끼가 오쿠니누시와 야가미 히메가 인연이 될것으로 예언한 

것으로부터 결연의 신사로 전해지고 있다。오오나무티가 이나바의 야가미히메노 

신에게 구혼하려 함。 

 

3-4.白兎神社の中文由来と現在 

白兔神是指出现在日本神话的因幡白兎。此神社的创立时期不详、但从“古事记・日本书纪”的记述来看、可以推

测出是在该书成书之前。白兔神亦被称为兎之宫、大兎大明神、白兔大明神。国家指定天然记念物是：①昭和
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12(1937) 年 指定的白兔神社的社丛（围绕神社的密生林）、②大正 13 (1924)年 指定的玫瑰自生南限地带。支撑

正殿的地基石用了 6 块菊座石、石上雕刻有菊花徽章、在全国也罕见。据传、神社创设与皇室有某种关系。 

陪伴向因幡的八上姫神求婚的八十位神而访问因幡的大穴牟迟神(大国主命)遇见因欺骗鳄鱼群而被剥皮的白

兔并帮助了她。此白兔乃牵线大国主命与八上姫的姻缘的月老之神。供奉之地为被称为身干山的山岗、据传是因

幡白兎晒干其身体的山岗。 

此神社是祭祀与著名的神话“因幡白兎”有因缘的白兎神的神社、境内有白兎遵从大国主神的话而洗了身子的

御身洗池。据说即使是干旱还是暴雨御身洗池的水位无增减、故亦被称为“不增不减之池”或神池。故还是被称为

は日本医疗、动物医疗的发祥地的动物医疗之神。而且、自古以来就是对皮肤病、伤残灵验的神。 

此神社的神殿、古书等曾因战乱而被烧毁、现在的神社是由对武士门第武将的崇敬非常深厚的鹿野城主龟井武

藏野守茲矩公(1557～1612 年)于庆长末年重建的。建筑样式是非常在意出云大社而建造的。神殿于明治２９(1896) 

年重建。正殿的样式为流造。拜殿为山形屋顶、侧墙门、铜板顶、大社造。鸟居为第一明神鸟居(总高度 6.19 米)与

第二明神鸟居(总高度 3.77 米)。灯笼有 7 座、高度范围为 1.55～2.52 米。 

 

表 3-4.白兎神社の詳細資料（中文） 

1 主祭神 白兎神（神话中著名的“因幡白兔”）  

2 
神社创

建

不详。古事记(712 年)・因幡国风土记(逸文、约 8 世纪中叶)有记载、但日本书纪（720

年）中无记载。是亦被为兎之宮、大兎大明神、白兔大明神的神社。 

3 劝请神 

出云神话中、在全国的出云系列神社中被配祀。 

正殿的 6 块菊座石上刻有 28 瓣的菊花徽章、似乎创建时与皇室、伊势神宫有某种关

系。神殿与正殿均为面西朝向出云方面、而且拜殿的外观似乎使人联想起出云大社

的拜殿。丰玉姫是将原位于气多前的神岩的川下神社作为稻荷神、于大正元年（1912

年）劝请而来的、据说是将丰玉姫之命当作了鳄鱼的化身。 

4 配祀神 保食神（出现在日本神话中的因幡白兎、从其传说内容被誉为皮肤病的灵验之神）

5 祭 神 
出现在日本神话中的因幡白兎、被誉为皮肤病的灵验之神、或医疗之神。 

牵线大国主与八上姫神的婚姻的、特定人的月老之神。 

6 神社等 近代神社等级制度的旧村社、龟甲剑花菱纹。 

7 
定期祭

祀

元旦祭：1 月 1 日；春季例大祭：离 4 月 17 日最近的星期日；秋季例中祭：离 10

月 17 日最近的星期日。 

8 宮 司 河上 博一 

9 供奉地 邮编 689-0206、鸟取县鸟取市白兎宫腰 603、原地名：因幡国高草郡。 

10 交  通 JR 鸟取站起汽车约 20 分钟、鸟取公路“鸟取 IC”起约 20 分钟。 

11 位  置 北纬 35 度 31 分 28 秒、东经 134 度 07 分 29 秒。 

12 标  高 4 米 

13 电话、传 电话：0857-59-0047 

14 正  殿 

亦称兎之宫、大兎大明神、白兔大明神。 

建筑样式非常在意出云大社而建造。神殿于明治 29 (1896) 年重建。正殿样式为流

造。正殿地基上设置有雕刻有 28 瓣菊花的菊座石。 

15 拜  殿 山形屋顶、侧墙门、铜板顶、大社造。 
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16 鸟  居 第一明神鸟居(总高度 6.19 米)、第二明神鸟居(总高度 3.77 米）。 

17 灯  笼 7 座的高度范围为 1.55～2.52 米。 

18 神  池 
①白兎遵从大国主神而洗了身子的“御身洗池白(不增不减）”对皮肤病、烫伤有疗

效。②干旱还是暴雨御身洗池的水位无增减、故亦被称为“不增不减之池”。 

19 
天然记

物

①社丛被指定为国家天然记念物。 

②原生林被指定为国家天然记念物(常绿的红楠、米槠、血槠等）。 

20 月老神 

陪伴向因幡的八上姫神求婚的八十位神而访问因幡的大穴牟迟神(大国主命)遇见因

欺骗鳄鱼群而被剥皮的白兔并帮助了她、白兔很高兴并预言八上姫神与大国主神结

良缘、故亦被传为月老神社。大穴牟迟神欲向八上姫神求婚。 

 

4．白兎神社の社殿 

4-1.白兎神社の社殿の写真と規模 

本殿（ﾎﾝﾃﾞﾝ）は、神霊を宿した神体を安置する社殿のことで、神殿（ｼﾝﾃﾞﾝ）ともいう。本殿は人が内部に入ることを

想定していないため、拝殿より小さいことが多い。内部には神体（鏡など）がおさめられる。内陣と外陣に分かれている

場合は内陣に神体が納められ、外陣は献饌・奉幣の場として使われる。 

拝殿（ﾊｲﾃﾞﾝ）は、祭祀・拝礼を行なうための社殿で、祭祀の時に神職などが着座するところでもあり、吹き抜けとされ

る場合が多い。通常、神社を訪れた際に見るのはこの拝殿で、一般の参拝は拝殿の手前で拍手を打って行なう。幣殿

（ﾍｲﾃﾞﾝ）は、祭儀を行い、幣帛を奉る社殿である。本殿と拝殿との間に位置し、両者をつなぐような構造になっている

のが特徴で、中殿ともいう。幣殿が独立していることもある。また、拝殿と一体になっている幣殿もある。幣殿がない神社

もある。 

 

◎白兎神社の本殿の菊座石 

 本殿を支える土台石（６ケ）に菊の紋章が彫刻（28 弁）

してある。近郷の社はもちろん、全国的にも珍しい。神

社創設が皇室と何らかの関係があったものと云われる。

本殿の土台には 28 弁の菊の紋章が彫刻された菊座

石が使われており、当社の創建に皇室の何らかの関

わりがあるのではと言われている（写真 4-1）。  

 

 

表 4-1.神社社殿の規模（ｍとｍ2） 図 4-1.白兎神社の社殿の規模（ｍ） 図 4-2.白兎神社社殿の面積（ｍ2） 

 

写真 4-1.白兎神社の本殿と菊座石 
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表 4-1 は、鳥取市、白兎神社の社殿規模で、神社について統計分析を行った。高さとして最大値  7.39ｍ（拝殿）・

平均値 5.99ｍ・最小値 4.19（ｍ（本殿）である。間口として最大値 13.05ｍ（拝殿）・平均値 6.81ｍ・最小値 2.84ｍ（幣殿）

である。奥行として最大値 15.93ｍ（拝殿）・平均値 7.42ｍ・最小値 2.47ｍ（幣殿）である。面積として最大値 207.89ｍ2

（拝殿）・平均値 76.67ｍ2・最小値 10.93ｍ2（拝幣殿）である。高さと間口は、それぞれ本殿から幣殿と拝殿の順に大きい

ことが確認できる。奥行は、幣殿 2.47ｍから本殿 3.85ｍから拝殿の順に大きいことが確認できる（図 4-1）。白兎神社の

面積は、本殿 10.93ｍ2 が小さく、次に幣殿 11.19ｍ2 が中間で、拝殿 207.89ｍ2 がさいだいである（図 4-2）。本殿は、兎

の宮、大兎大明神、白兔大明神とも呼ばれる。建築様式は出雲大社を強く意識。社殿は明治 29 (1896) 年に再建。本

殿の様式：流造。本殿の土台には、２８弁の菊花を彫刻した菊座石が設置である。拝殿は、切妻増・妻入・銅板葺、大

社造である。 

 

4-2.白兎神社の幣殿と拝殿の規模 

  境内正面に大きな拝殿は、切妻増・妻入・銅板葺、大社造の変態かである。写真 4-2 は、白兎神社の幣殿建築物

である。幣殿建築物は、拝殿（手前）と本殿（奥の建築物）の間にある。写真 4-3 は、白兎神社の拝殿建築物であり、左

側は偏額であり、右側は拝殿の正面である。写真 4-4 は拝殿の側面であり、通廊にも兼用している。 

 

写真 4-2.神社の幣殿 写真 4-3.神社の拝殿の偏額と正面 写真 4-4.拝殿の側面 

   

 4-3.白兎神社の樹叢（じゅそう） （国指定昭和１２（1937）年１２月）  

白兎神社は「古事記」や「日本書紀」にも記載されている古社である。

この神社は、「大国様と白兎」の神話で有名である。白兎が身体を洗い、

カマの稲にくるまったと言われる「不生不滅の池」があり、この周囲には常

緑のタフノキ、シイノキ、アカカシ、ヤブニッケイ、トヘラ、モチノキ、カクレ

ミノやクロキなどの群生が確認できる。これは北西方向の黒松が冬期の

寒風を遠きったために生育したもので、日本海岸地方の原始林景を今

に残っている重要なもので得あるため、周囲には昭和 12（１９３７）年国指

定の天然記念物の樹叢（じゅそう）がある（神社資料：写真 4-5）。樹叢は

潮風に強いクロマツを防砂林として植えたからである。社叢は、日本海岸地方の原始林景を残している貴重な宝であ

る。「因幡の白うさぎ」の神話は、この樹叢と関係している。うさぎは津波により、淤岐島に流された。大津波は海岸線で

暮らす人びとから、すべての生活の糧を奪いさる。住民は、素うさぎとなっていた。すなわち、クロマツを植えることで樹

叢が育った。 

マンモスやナウマン象の絶滅後、稲の生産が伝わるまでの日本人の主食は栗やドングリ（シイノキから）でした。大国

主はドングリ食の政権であると思われる。大国主は大和政権よりも古い政権。クスノキ（防虫、防腐の効果）もドングリを

 

写真 4-5.白兎神社樹叢文と碑 
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落し、クスノキからは腐敗しにくい舟が作れる。トヘラ（防虫）・モチノキ（食用）にもなりますが、トリモチの材料である。カ

クレミノ（防水剤の原料）は、つまり舟に必要である。 

葉は落ちて腐敗し、土になります。土ができれば、砂地ではできなかった貯水ができるのです。雨が降れば、沼とな

ります。蒲の穂は薬となり、蒲は水を浄化する効果がある。すなわち、沼の周りに蒲が生させ、水が浄化され、生活用水

として利用した。したがって、時の人は、集落が作られた。また、津波環境の対策に貢献した。 

 

 4-4.ハマナス自生南限地帯（国指定大正１１（0922）年３月）  

ハマナスはバラ科バラ属の落葉の低木である。寒い地方に生育する植物で、５月末～６月にバラによく似た帯紫赤

色の花を咲かせる。磯の中には 40cm もあるような大きな磯も含まれますが､このような榛はゆるやかな川の流れでは運

ばれません｡朝鮮半島からカムチャッカ半島、ベーリング海沿岸にかけて分布する北方系の植物、海浜上に生える。日

本では北海道オホーツク海沿岸に多い。日本海側では鳥取県と島根県、太平洋側では茨城県である。鳥取県では､

白兎海岸と大山町の海岸でみられ､いずれも自生南限地帯として国の天然記念物に指定なっている。 

 

5.白兎神社の鳥居測量と写真と数値解析 

神社鳥居の区分と構造には、鳥居とは神霊として鳥を招く意味である。構造は 2 本柱に 2 本横木(笠木と貫)から構

成。神明系と明神系の鳥居は、笠木の下に島木が無と有(装飾)の違い、笠木の反りの有(神明系)と無(明神系)による。

明神系鳥居の貫には、出る(中山鳥居を除く)と出ない(中山鳥居)のが区分できる。神明系鳥居の貫には、出る(鹿島鳥

居を除く)と出ない(鹿島鳥居)に区分できる。神明系鳥居は次の４タイプがある。 

白兎神社の鳥居には、稲荷系神社と明神系鳥居がある。稲荷(いなり:台輪(ﾀﾞｲﾜ)形である。稲荷(いなり:台輪は、島

木の下に構造的補強した大輪形。柱の上部、島木と接する箇所に台輪がある特徴とし、台輪鳥居と呼ぶ。明神系鳥居

の系列と構造と類似鳥居との関係を次のように要約できる。柱は丸柱・内傾斜、反り増しは有、笠木は角型曲線、島木

は角型曲線、台輪は有、楔は有、額束は有、貫は角型外側、根巻・藁座は無、亀腹・饅頭は有、構造の笠木・島木は

斜め切断されている。 

 

5-1.白兎神社の鳥居の写真 

 

 

写真 5-1. 白兎神社の 1 の鳥居 写真 5-2 は、神社へ向う調査団。 写真 5-3 は白兎神社の 2 の鳥居 

 

写真 5-1 は白兎神社正面の 1 の鳥居、明神系鳥居。写真 5-2 は白兎神社へ向かって移動する調査団。写真 5-3

は白兎神社の 2 の鳥居である。 
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5-2.白兎神社の鳥居の測量値 

表 5-1 は、白兎神社の鳥居測量である。神社の鳥居に対して、柱断面(円周と直径)、柱内側の幅(内側間と中心間)、

貫高さ(下点と上点)、笠木高さ(下点と上点と頂点)を区分して計測資料を表示している。 

 

表 5-1.白兎神社の鳥居測量値（m） 

 

 

ここでは白兎神社の 1 と 2 の鳥居測量値について比較を行った。1 と 2 の鳥居の柱の円周は 0.54ｍと 0.32ｍである。

その平均値は 0.43ｍであり、円周の差は 0.22ｍである。柱間距離は柱周の９.1 倍である。1 と 2 の鳥居の柱間距離は

4.91ｍと 2.87ｍである。その平均値は 3.89ｍであり、円周の差は 2.04ｍである。笠木下点の高さは、柱周の 11.2 倍であ

る。1 と 2 の鳥居の笠木下点の高さは 6.05ｍと 3.58ｍである。その平均値は 4.82ｍであり、円周の差は 2.46ｍである。

笠木上点の高さは、柱周の 11.8 倍である。1 と 2 の鳥居の笠木下点の高さは 6.37ｍと 3.78ｍである。その平均値は

5.07ｍであり、円周の差は 2.60ｍである。白兎神社の正面鳥居は稲荷神社と正比例の関係が見られる。稲荷神社ト弓

削東の鳥居はほぼ正比例の関係になっている。これらの値は、鳥居の地面から高くなるにつれ差は大きくなっている

傾向である。 

白兎神社を含む島根県と鳥取県の神社・洞窟の鳥居測量値について、表 5-2 の白兎神社（1 と 2））を含む島根県の

静之岩窟・揖夜神社・静間神社・志都岩屋神社の６鳥居測量値（m）である。笠木の高さと柱間距離との関係や貫の高

さと柱間距離との関係を分析した統計処理を行うと次のように要約できる。柱間距離では、最大値は白兎神社 1

（4.91m）、平均値は3.27mと最小値は志都岩屋神社（2.62ｍ）である。貫上の高さでは、最大値は白兎神社1（5.35m）、

平均値は 3.80m と最小値は静之岩窟（3.80ｍ）である。笠木上の高さでは、最大値白兎神社 1（6.05m）、平均値は

4.23m と最小値は静之岩窟（4.43ｍ）である。 

 

表 5-2.白兎神社の鳥居測量値（m） 
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白兎神社２の鳥居から他の神社との測量値について解析を行った。白兎神社２の柱間距離 2.871ｍは、平均値

3.27m より低い、静之岩窟・揖夜神社・志都岩屋神社より高い。白兎神社２の貫下の高さ 2.91ｍは、平均値 3.48m より

低い、静之岩窟 2.72ｍよりより高い値である。白兎神社２の貫上の高さ 3.17ｍは、平均値 3.80m より低い、静之岩窟

3.04ｍより高い値である。白兎神社２の笠木下の高さ 3.58ｍは、平均値 4.23m より低い、静之岩窟 3.21ｍより高い値で

ある。白兎神社２の笠木上の高さ 3.78ｍは、平均値 4.43m より低い、静之岩窟 3.39ｍより高い値である。 

 

図 5-1 は、白兎神社（1 と 2））を含む島根県の静之岩窟・揖夜神社・静間神社・志都岩屋神社の６鳥居測量値（m）

である。白兎神社（1 と 2））を含む鳥取県の静之岩窟・揖夜神社・静間神社・志都岩屋神社の柱間距離と笠木高さとの

関係図のデータである。Ｘ表示は笠木上で、▲表示は笠木下のデータである。河内国五ﾂ之宮神社の５基鳥居の柱間

距離と笠木の高さの関係を究明するため考察方法として、次のような 2 変数（X と Y）の曲線回帰方程式を与えられる。

ここで、X は柱間距離で、Y は笠木の高さ、決定係数は R2 である。 

 

Y(笠木上の高さＸ) = -0.343(柱間距離) 2 +3.859X -4.289  ……決定係数(R2 =0.971) …測量値……（5-1) 

Y(笠木下の高さ▲) =-0.357(柱間距離) 2 +3.897X -4.460  ……決定係数(R2 =0.963) …測量値……(5-2) 

 

笠木上と笠木下の決定係数は、0.971 と 0.963 で、その差は 0.008 であることが判明した。⑧鳥居は、正面鳥居（最高

6.19m）と参道の鳥居（最高 3.77m）の２基である。 

 

図 5-1.島根県と白兎神社正面鳥居の笠木高さの比較 図 5-2.島根県と白兎神社正面鳥居の貫高さの比較 

 

図 5-2 は白兎神社（1 と 2））を含む鳥取県の静之岩窟・揖夜神社・静間神社・志都岩屋神社の柱間距離と笠木高さ

との関係図のデータである。■表示は貫上で、◆表示は貫下のデータである。白兎神社（1 と 2））を含む鳥取県の静之

岩窟・揖夜神社・静間神社・志都岩屋神社の６基鳥居の柱間距離と貫の高さの関係を究明するため考察方法として、

次のような 2 変数（X と Y）の曲線回帰方程式を与えられる。ここで、X は柱間距離で、Y は貫の高さ、決定係数は R2 で

ある。 

 

Y(貫上の高さ■) = -0.274(柱間距離)2 +3.088X -3.190  ……決定係数(R2 =0.960) …測量値……(5-3) 
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Y(貫下の高さ◆) = -0.325(柱間距離)2 +3.4164X -4.000 ……決定係数(R2 =0.957)  …測量値……(5-4) 

 

貫上と貫下の決定係数は、0.960 と 0.957 で、その差は 0.003 であることが判明した。⑨灯籠は、7 基（最高 2.52m、平

均 2.15ｍ、最低 1.55ｍ）である 

 

６.白兎神社西の石灯籠と考察 

石灯籠の部分名称は、上からの部分名称として説明を行う。笠は火袋の屋根になる部分である。六角形や四角形が

主流であるが雪見型の円形などもある。多角形の場合は宝珠の下部分から角部分に向かって線が伸び、突端にわら

び手という装飾が施されることもある。火袋は、灯火が入る部分で灯籠の主役部分である。装飾目的の場合は火をとも

すことは無いが、実用性が求められる場合には火や電気等により明りがともされる。 

円筒状が一般的であるが、四角形、六角形、八角形のものも見られる。 基礎 最下部の足となる部分である。六角

形や円形が主流である。雪見型灯籠などでは 3 本や 4 本の足で構成される。灯籠の代表的な種類は、春日型…神社

仏閣で多く見られるもので実用性も高い。竿が長く火袋が高い位置にあるのが特徴である。笠の丸い丸雪見と六角形

の六角雪見がある。白兎神社の石灯籠の配置図は別図にある。写真 6-1 は白兎神社の本殿、社殿前右の灯籠で高さ

2.34ｍと 1.64ｍである。写真 6-2 は本殿側の社殿前左の灯籠で、2.52ｍと 1.55ｍである。写真 6-1 と写真 6-2 におけ

る高い石灯籠は拝殿の近くにある。 

 

   

写真 6-1.社殿前右の灯籠 写真 6-2. 社殿前左の灯籠 

 

  

写真 6-3.２の鳥居左 写真 6-4.２の鳥居右の灯籠 表 6-1.白兎神社の石灯籠の高さ 

 

写真 6-3 は参道の中央にある鳥居の左側にある灯籠で、高さ 2.27ｍである。写真 6-4 は参道の中央にある鳥居の
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右側にある灯籠で、高さ 2.23ｍと 2.47ｍである。表 6-1 は、白兎神社の石燈籠測量値である。 

 

  

図 6-1. 白兎神社の石燈籠の高さと測量場所 図 6-2. 白兎神社の石燈籠の高さと測量場所との関係図

 

図 6-1 は白兎神社の石燈籠の高さと測量場所を表示している。図 6-2 は白兎神社の石燈籠の高さと測量場所との

関係の統計処理を行ったのである。 

 

Y(石燈籠の高さ) = 1.477 + 0.167X   ……決定係数(R2 =0.854) …測量値……(6-1) 

 

式（6-1）は、勾配は 0.167 であり、決定係数 R2 は 0.854 であることが確認された。白兎神社の石燈籠についての高さ

は 1.55～2.52ｍで、平均値は 2.15ｍであることが確認された。 

 

7.おわりに 

7-1.内陸部の白兎神社 
平成 11（1999）年、旧船岡町出身の石破洋元島根県立女子短期大学（現島根県立大学）教授の研究発表、翌年の

『イナバノシロウサギの総合研究』発刊を引用した。この八上の白兎と天照大神伝承、それに関連すると思われる瀬織

津姫祭祀、および白兎神社が脚光を浴びるようになった。瀬織津姫(ｾｵﾘ-ﾂﾋﾒ)は天照大神と浅からぬ関係がある。  

現在、地元では、この白兎伝承を顕彰化するさまざまな動きが活発になっている。 かつての八上郡 (鳥取県) の中心

地、因幡の山間の八頭町には3つの白兎神社があるが、その地には天照大神が行幸の際、白兎が現れて天照大神に

行宮にふさわしい場所（現霊石山の伊勢ヶ平（ｲｾｶﾞﾅﾙ）まで案内したという伝承が地元の青龍寺（城光寺縁起）、慈住

寺（慈住寺記録）に記されている。 

天照大神はしばらく八上にとどまり、伊勢ヶ平近くの御冠石（ﾐｺｲﾜ）で、因幡の国見をし、その石の上に冠を置かれ

たと言う。この伝承には続きがあり、八頭町の隣、兵庫県境に近い若桜町舂米（ﾂｸﾖﾈ）には天照大神の行幸伝承ととも

に、天照大神の御製といわれる和歌が伝わっており、かつての国境、現在の鳥取・兵庫県境、氷ノ越え（ﾋｮｳﾉｺﾞｴ）には

因幡堂があり、そこには大兎（ｵｵｳｻｷﾞ）大明神が祀られ、八頭町福本、池田、土師百井など、鳥取市内海の白兎神社

の祭神と同一の神であるとされる。 
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7-2.大国主神と系図 

7-2a.大国主神の別名 

①大国主神（おおくにぬしのかみ）- 大国を治める帝王の意。②大穴牟遅神（おおなむぢ）・大穴持命（おおあなも

ち）・大己貴命（おほなむち）- 大国主の若い頃の名前 。③大穴牟遅神（おおなむぢ）・大穴持命（おおあなもち）・大

己貴命（おほなむち）- 大国主の若い頃の名前。④大汝命（おほなむち）-『播磨国風土記』での呼称。⑤大名持神（お

おなもち）。⑥八千矛神（やちほこ）- 矛は武力の象徴で、武神としての性格を表す。⑦葦原醜男・葦原色許男神（あし

はらしこを）-「しこを」は強い男の意で、武神としての性格を表す。⑧大物主神（おおものぬし）。⑨大國魂大神（おほく

にたま）。⑩顕国玉神・宇都志国玉神（うつしくにたま）。⑪国作大己貴命（くにつくりおほなむち）・伊和大神（いわおほ

かみ）伊和神社主神-『播磨国風土記』での呼称。⑫所造天下大神（あめのしたつくらししおほかみ）- 『出雲国風土記』

における尊称。⑬幽冥主宰大神（かくりごとしろしめすおおかみ）である。（http://ja.wikipedia.org/大国主） 

 

7-2b.大国主神の妻や子供 

大国主は色々な女神との間に多くの子供をもうけている。子供の数は『古事記』には 180 柱、『日本書紀』には 181 柱

と書かれている。記においては以下の 6 柱の妻神がいる。別名の多さや妻子の多さは、明らかに大国主命が古代にお

いて広い地域で信仰されていた事を示し、信仰の広がりと共に各地域で信仰されていた土着の神と統合されたり、ある

いは妻や子供に位置づけられた事を意味している。 

①須勢理毘売命・須世理毘売命（スセリビメ ）- スサノオの娘。 最初の妻で正妻とされる。     

②八上比売（ヤガミヒメ） - 根の国からの帰還後では最初の妻とされる。間に木俣神(キノマタノカミ)が生まれた。  

③沼河比売（ヌナカワヒメまたはヌナガワヒメ）（奴奈川姫） - 高志国における妻問いの相手。間にミホススミ（『出雲国

風土記』）もしくは建御名方神（タケミナカタ（『先代旧事本紀』）が生まれた。      

④多紀理毘売命（タキリビメ） - 間に 阿遅鉏高日子根神（迦毛大神：ﾓアヂスキタカヒコネ）と下照比売（高比売命：シ

タテルヒメ）の二神が生まれた。 

⑤神屋楯姫（カムヤタテヒメ） - 間に事代主神（コトシロヌシ）が生まれた。 

⑥鳥取神（トリトリ） -八島牟遅能神（ヤシマムジ）の娘。間に鳥鳴海神（トリナルミ）が生まれた。『古事記』にはそれ以降

の系譜が 9 代列挙されている。（http://ja.wikipedia.org/大国主） 
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図 7-1.大国主神の妻や子供の系図 

 
『古事記』では建速須佐之男命の７代目の孫（２人）が大国主（大山津見の９代目）の正妻と４妻になっている。本妻

は子を得たが実家に帰ってしまった。２妻との関係がよくなかった。２妻の八上比売は、根の国からの帰還後では最初

の妻とされる。間に木俣神(キノマタノカミ)が生まれた。5 妻の神屋楯姫（カムヤタテヒメ） 間に事代主神（コトシロヌシ）

が生まれた。事代主神（コトシロヌシ）は、島根県のある神社では大国主と主祭神として見られる。6 妻の鳥取神（トリトリ）

は八島牟遅能神（ヤシマムジ）の娘の間に鳥鳴海神（トリナルミ）が生まれた（図 7-1）。 

 
7-3. 白兎神社の建築 

白兎神社の本殿は兎の宮、大兎大明神、白兔大明神とも呼ばれる。建築様式は出雲大社を強く意識して、西向きで、

北緯もよく似ている。社殿は明治 29 (1896) 年に再建。本殿の様式：大社造り変形。本殿の土台には、２８弁の菊花を彫刻し

た菊座石が設置している。拝殿は妻入拝殿・切妻造。拝殿の外観は出雲大社の拝殿を彷彿とさせている。 

高さとして最大値 7.39ｍ（拝殿）・平均値 5.99ｍ・最小値 4.19（ｍ（本殿）である。面積として最大値 207.89ｍ2（拝殿）・

平均値 76.67ｍ2・最小値 10.93ｍ2（拝幣殿）である。高さと間口は、それぞれ本殿から幣殿と拝殿の順に大きいことが確

認できる。奥行は、幣殿 2.47ｍから本殿 3.85ｍから拝殿の順に大きいことが確認できる。白兎神社の面積は、本殿

10.93ｍ2 が小さく、次に幣殿 11.19ｍ2 が中間で、拝殿 207.89ｍ2 がさいだいである。本殿の様式：流造。本殿の土台に

は、２８弁の菊花を彫刻した菊座石が設置である。拝殿は、切妻増・妻入・銅板葺、大社造である。 

 

7-4.白兎神社の鳥居 

白兎神社の 1 と 2 の鳥居測量値について比較を行った。1 と 2 の鳥居の柱の円周は 0.54ｍと 0.32ｍである。その平

均値は 0.43ｍであり、円周の差は 0.22ｍである。柱間距離は柱周の９.1 倍である。1 と 2 の鳥居の柱間距離は 4.91ｍと

2.87ｍである。その平均値は 3.89ｍであり、円周の差は 2.04ｍである。笠木下点の高さは、柱周の 11.2 倍である。1 と 2

の鳥居の笠木下点の高さは 6.05ｍと 3.58ｍである。その平均値は 4.82ｍであり、円周の差は 2.46ｍである。笠木上点

の高さは、柱周の 11.8 倍である。1 と 2 の鳥居の笠木下点の高さは 6.37ｍと 3.78ｍである。 

 

7-5.白兎神社の石灯籠 

白兎神社の石灯籠数は7基である。情報処理をすれば、最大値は2.52m、平均2.15ｍと。最小値は1.55mである。石

燈籠の高さは、1.6m、2.25mと2.5mの３段階に区分できる。石灯籠の位置は、社殿前に４基であり、参道の坂道の間に

③基が建立している。 

 

7-6.白兎神社の経緯度の考察 

白兎神社と関連があると思われる８神社と経緯度との関係を考察した。図 7-2 は、北緯 35 度 09 分から北緯 35 度 31

分の間にある神社は、物部神社 35 度 09、静間神社 35 度 12 度、安閑神社 35 度 19 度、出雲大社 35 度 24 度、目御

崎神社 35 度 25 度、揖夜神社 35 度 26 度、出石神社 35 度 29 度、白兎神社 35 度 31 度の順に増大の傾向である。

すなわち、それぞれ同一線上に位置していることを棒グラフで確認できた。 
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図 7-2.白兎神社関連の北緯 図 7-3.白兎神社関連の北緯と東経 

 

図 7-3 は、各神社における北緯と東経との関係を表示した。北緯は 35 度 09 分から 35 度 31 分まで鎮座し、東経は

１３2 度から１３4 度までに鎮座ししている。東経の鎮座は、静間神社 132 度 27 分、物部神社 132 度 31 分、志都岩屋

神社 132 度 32 分、日御崎神社 132 度 37 分、出雲大社 132 度 41 分、揖夜神社 133 度 09 分と白兎神社 134 度 07

分の順になっている。出雲大社 132 度 41 分の南方向に鎮座している神社は静間神社 132 度 27 分、物部神社 132 度

31 分、志都岩屋神社 132 度 32 分と日御崎神社 132 度 37 分の４神社である。一方、僅かに北側にある神社は、揖夜

神社 133 度 09 分と白兎神社 134 度 07 分である。この８神社は、Ｌ字状の位置にあることが確認された。すなわち、同

一の北緯線上にあることが確認された。聖域である鎮座地を選択したのは、先人らの偉大なる偉業の賜物と感謝の表

する次第である。その結果として、これらの神社において、白兎神社は北緯の最北端であり、東経の最東端であること

が分かった。 

 

7-7.歌碑 

  昭和 5（1930）年の勅題「海辺の巌」に、気多ノ前（ｹﾀのｻｷ）の情景を和歌によみ、詠進された北里闇氏は、入賞の

栄与を受けられた。それを記念して、緑の地（気多ノ前）に歌碑を建立。その後、昭和６１（1986）年に白兎神社参道に

移設奉納された。目の前には神話｢因幡の白兎｣で有名な白兎海岸が広がります。２階からは直接歩道橋を渡ることが

でき、白兎海岸へ行くことができます｡サーファーや海水浴客､白兎神社の参拝客などで賑わっている。 
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別表 1. 鳥取県、白兎神社年代順の内容 

和歴 西暦 白兎神社年代順の内容 
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文武 04 700 神話「因幡の白兎」の話は、約１３００年前に編纂された古事記に記録。 

和銅 05 712 
神話・因幡の白兎は、古事記・因幡国風土記（逸文・８世紀中頃か）にはみえるが、日本書紀（720）に

は見えない。 

養老 04 720 
神話・因幡の白兎は、古事記（712）・因幡国風土記（逸文・８世紀中頃か）にはみえるが、日本書紀

（720）には見えない。 

大同 03 808 

出雲国と薬草  『出雲国風土記』の中には約６１種の薬草名が記され、『播磨国風土記』では７種。

『常陸の国風土記』は２種程だそうです。『大同類聚方（808）』の火傷の薬に、出雲の国造家に伝わる

「神戸薬」の配合が記されている。大国主命は八十神の罠にはまり、火傷で死んでしまいますが、母

が「赤貝とハマグリの汁をまぜた薬」を、塗ったお蔭で治癒しよみがえりました。 

慶長 05 1600 近世（1600～１２００年）、壺・刀・短刀・磁器・古銭の出土品が発見。 

享保 02 1717 砂丘層の上に、上位クロスナ層で、遺物の石塔･石官・五輪石が発見。 

安政 05 1858 大国主命が八上姫を恋合う場所を神楽岩の上に石灯籠を建立。 

明治 29 1896 

現在の社殿は再建された。有名な神話「因幡の白兎」にゆかりの白兎神を祭った神社で、境内には

白兎が大国主神の言葉に従って身を洗った「不増不滅」の御身洗池がある。皮膚病・火傷などにきく

と伝えられている。 

大正元 1912 豊玉姫は気多前（ｹﾀﾉﾏｴ）の川下神社を勧請した。 

大正 11 1922 国指定の天然記念物はハマナス自生南限地帯。 

昭和 05 1930 
北里闇氏は、勅題「海辺の巌」に、気多ノ前（ｹﾀのｻｷ）の情景を和歌によみ、詠進された、入賞の栄

与を受けられた。それを記念して、緑の地（気多ノ前）に歌碑を建立。 

昭和 12 1937 国指定の天然記念物は白兎神社社叢。 

昭和 48 1973 身干山(みほしやま)の砂丘から墓塔や供養塔建設した宝篋印塔や五輪塔群等が出土。 

昭和６１ 1986 北里闇氏は、白兎神社参道に移設奉納された。 

   

 

別図 1. 鳥取県、白兎神社社殿配置図 


